
●法律学科（法律専攻）●
日付 対象 行　事 時　間 キャンパス

全員 専攻ガイダンス 11：00～12：30 渋　谷

全員 履修に関する説明会 13：30～15：00 渋　谷

全員 学生証交付 15：00～16：30 渋　谷

全員 コンピュータガイダンス　※要学生証 15：00～19：30 渋　谷

４・２ 全員 入学式 14：30～15：30

４・３ 全員 大学生活トラブル防止ガイダンス 11：00～12：30 渋　谷

全員 図書館ガイダンス　※要学生証 9：00～17：30 渋　谷

希望者 教職履修ガイダンス 10：00～11：00 渋　谷

全員 就職に役立つキャリアガイダンス 11：30～13：00 渋　谷

希望者 留学・国際交流ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷

全員 健康診断

    1-4組　14：30～15：00

    5-8組　15：00～15：30

  9-12組　15：30～16：00

13-16組　16：00～16：30

渋　谷

14：00～15：00

15：30～16：30

14：00～15：00

15：30～16：30

４・５ ※ 私費外国人留学生ガイダンス　※私費外国人留学生のみ全員 10：00～12：00 渋　谷

全員 キャンパスハラスメント防止ガイダンス 11：00～12：00 渋　谷

希望者 教員就職ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷

終日 希望者 学生相談室紹介ブース（4月１日～7日） 常設 渋　谷

希望者
日本学生支援機構貸与奨学金および高等教育の修学支援新制度

（給付奨学金・授業料等減免）新規採用
4月5日以降URL配信予定

希望者
日本学生支援機構貸与奨学金および高等教育の修学支援新制度

（給付奨学金・授業料等減免）予約採用
4月3日以降URL配信予定

●法律学科（法律専門職専攻）●
日付 対象 行　事 時　間 キャンパス

全員 学生証交付 12：00～12：30 渋　谷

全員 コンピュータガイダンス　※要学生証 12：00～19：30 渋　谷

全員 履修に関する説明会 13：30～15：00 渋　谷

全員 専攻ガイダンス 15：00～16：30 渋　谷

４・２ 全員 入学式 14：30～15：30

４・３ 全員 大学生活トラブル防止ガイダンス 11：00～12：30 渋　谷

全員 図書館ガイダンス　※要学生証 9：00～18：00 渋　谷

希望者 教職履修ガイダンス 10：00～11：00 渋　谷

全員 就職に役立つキャリアガイダンス 11：30～13：00 渋　谷

希望者 留学・国際交流ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷

14：00～15：00

15：30～16：30

14：00～15：00

15：30～16：30

全員 健康診断 16：30～17：00 渋　谷

４・５ ※ 私費外国人留学生ガイダンス　※私費外国人留学生のみ全員 10：00～12：00 渋　谷

全員 キャンパスハラスメント防止ガイダンス 11：00～12：00 渋　谷

希望者 教員就職ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷

終日 希望者 学生相談室紹介ブース（4月１日～7日） 常設 渋　谷

希望者
日本学生支援機構貸与奨学金および高等教育の修学支援新制度

（給付奨学金・授業料等減免）新規採用
4月5日以降URL配信予定

希望者
日本学生支援機構貸与奨学金および高等教育の修学支援新制度

（給付奨学金・授業料等減免）予約採用
4月3日以降URL配信予定

宅地建物取引士試験　資格講座説明会

（同じ内容のため、ご都合の良い時間に参加してください）
渋　谷

４・６

配信

学部学科別行事予定表

【法　学　部】

４・１

※グランドプリンスホテル新高輪

希望者
日商簿記検定３級・２級　資格講座説明会

（同じ内容のため、ご都合の良い時間に参加してください）
渋　谷

希望者

AMC２階　図書館

AMC１階　多目的ホール

2101教室

2101教室

2104教室

2103教室

2104教室

2101教室

AMC１階　多目的ホール

教　室

2104教室

2104教室

４・１

※グランドプリンスホテル新高輪

希望者
日商簿記検定３級・２級　資格講座説明会

（同じ内容のため、ご都合の良い時間に参加してください）
渋　谷

希望者
宅地建物取引士試験　資格講座説明会

（同じ内容のため、ご都合の良い時間に参加してください）
渋　谷

1101教室

2104教室

AMC２階　図書館

AMC１階　多目的ホール

2101教室

2101教室

2104教室

2103教室

受付：3号館5階

受付：3号館5階

2104教室

2104教室

2104教室

2104教室

AMC４階　コンピュータ教室

1101教室

AMC４階　コンピュータ教室

AMC１階　多目的ホール

教　室

2101教室

2104教室

2104教室

2104教室

2104教室

４・４

４・４

４・６

配信



●法律学科（政治専攻）●
日付 対象 行　事 時　間 キャンパス

全員 学生証交付 12：00～12：30 渋　谷

全員 コンピュータガイダンス　※要学生証 12：00～19：30 渋　谷

全員 履修に関する説明会 13：30～15：00 渋　谷

全員 専攻ガイダンス 15：00～16：30 渋　谷

４・２ 全員 入学式 14：30～15：30

４・３ 全員 大学生活トラブル防止ガイダンス 11：00～12：30 渋　谷

全員 図書館ガイダンス　※要学生証 9：00～18：00 渋　谷

希望者 教職履修ガイダンス 10：00～11：00 渋　谷

全員 就職に役立つキャリアガイダンス 11：30～13：00 渋　谷

希望者 留学・国際交流ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷

14：00～15：00

15：30～16：30

14：00～15：00

15：30～16：30

全員 健康診断 16：30～17：00 渋　谷

４・５ ※ 私費外国人留学生ガイダンス　※私費外国人留学生のみ全員 10：00～12：00 渋　谷

全員 キャンパスハラスメント防止ガイダンス 11：00～12：00 渋　谷

希望者 教員就職ガイダンス 13：00～14：00 渋　谷

終日 希望者 学生相談室紹介ブース（4月１日～7日） 常設 渋　谷

希望者
日本学生支援機構貸与奨学金および高等教育の修学支援新制度

（給付奨学金・授業料等減免）新規採用
4月5日以降URL配信予定

希望者
日本学生支援機構貸与奨学金および高等教育の修学支援新制度

（給付奨学金・授業料等減免）予約採用
4月3日以降URL配信予定

AMC１階　多目的ホール

2104教室

1103教室

1103教室

AMC４階　コンピュータ教室

AMC２階　図書館

2104教室

※グランドプリンスホテル新高輪

希望者
日商簿記検定３級・２級　資格講座説明会

（同じ内容のため、ご都合の良い時間に参加してください）
渋　谷

希望者
宅地建物取引士試験　資格講座説明会

（同じ内容のため、ご都合の良い時間に参加してください）
渋　谷

2104教室

４・６

配信

AMC１階　多目的ホール

2101教室

2103教室

2101教室

2104教室

受付：3号館5階

2104教室

2101教室

教　室

４・４

４・１

2104教室




